
 
 

     
 
 
朝日小学校 6 年生の児童による俳句作 
品展を開催します。開館 20 周年を記念 
した表彰作品も展示されます。 
是非ご来館ください。 
 
◆期間 ２月１日（木）～２５日（日） 

◆場所 教育文化施設１階 

ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      平成 29 年度企画展 

 
 
 

 
◆会期 ２月１８日（日） まで 
◆会場 朝日町歴史博物館 展示室 

食文化の背景を紐解くと、食材を生産する風土や調理 
する文化など、さまざまな要素が関わり合っています。 
本企画展では、さまざまな資料を通して「食の文化史」 
の一端をご紹介します。 

学芸員による展示説明会 

   ２月１７日（土） 午後２時から（３０分程度）  中村左洲画「耕作図」(部分) 

 
 
 

 

 

◆講師 伊藤 裕偉 氏 

   （三重県教育委員会） 

◆日時 平成３０年２月３日（土） 

午後２時から 

◆場所 教育文化施設 2階 視聴覚室 

２月２４日（土）から 

 
・『松の栞』  ・立机許可書  ・中村古松「大寒の」「満ちたりし」         

・川口仙秋「まゝ事の」「蜻蛉や」  他 

 

・『小学国文読本』  ・『小学女子国語読本 高等科』  ・『小学日本歴史』 

・『小学地理』    ・『尋常小学算術書 第四学年児童用』  

 
・有節萬古 草花文青磁御神酒器      ・有節萬古 桐菊文青磁御神酒器 
・有節萬古 腥臙脂釉御神酒器 
 
 
 
 

入場無料（申込不要） 



図書館の資料は町民の皆様の貴重な財産です。大切に扱ってください。

・資料を借りるときは必ず貸出手続きを済ませてください。

無断持ち出しは絶対にしないで下さい。

・次に読みたい方が待っていますので、返却期限は必ず守ってください。
・資料への書き込みや切り取り等は絶対にしないで下さい。

・資料を紛失・破損または汚損したときは速やかに図書館に届けてください。
（状態によっては弁償していただく場合もあります。）

・図書カードはなくさないように大切に保管してください。
・図書カードの貸し借りはしないで下さい。

お
ね
が
い

２月１４日（水）

１０：００～１２：００
赤ちゃんと一緒に

図書館をお楽しみください。

おとまりの日 ２月２４日（土）１５：００～

おむかえの日 ２月２５日（日）１５：００～

申込期間：２月１日（木）～１６日（金）
宿泊費：無料

定員：ぬいぐるみ １０名

申込用紙：図書館カウンター・朝日町ＨＰにて

２月１８日（日）１１：００～１１：３０
２階視聴覚室にて開催！

アナンシと五(ジャマイカの昔話)

かにかに、こそこそ(日本の昔話)

魔法のかさ(ファイルマン作)

今回のおはなし

絵本を使わず耳で楽しむ

特別なおはなし会です

※プログラムは当日変更になる場合がございます。

２月１０日（土）・２４日（土）

１５：００～１５：３０
おはなしの部屋

紙芝居や本の読み聞かせを行います。

子どもだけの参加も OK



書名 著者名 出版社 分野

るるぶ四国八十八カ所 ＪＴＢパブリッシング 宗教

ブラタモリ　１１ ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 旅行

ブラタモリ　１２ ＮＨＫ「ブラタモリ」制作班 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 旅行

るるぶ沖縄　’１９ ＪＴＢパブリッシング 旅行

るるぶ台湾　’１９ ＪＴＢパブリッシング 旅行

北朝鮮核の資金源 古川勝久 新潮社 外交

お金２．０ 佐藤航陽 幻冬舎 経済

売春島 高木瑞穂 彩図社 犯罪

大切な靴と長くつきあうための靴磨き・手入れがよくわかる本 飯野高広 池田書店 服飾

心地よい装いこだわりのある手作り服 ブティック社 服飾

浅田真央　私のスケート人生 浅田真央 新書館 スポーツ

三重弁やん 神田卓朗 風媒社 言語

ネイティブはこう使う！マンガよく似た英単語使い分け事典 デイビッド・セイン 西東社 言語

天翔ける 葉室麟 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 小説

ふたご 藤崎彩織 文藝春秋 小説

カルマ真仙教事件　下 濱嘉之 講談社 小説

書名 著者名 出版社 分野

木戸孝允と高杉晋作 梅屋敷ミタ 集英社 伝記

土方歳三と新選組 菱山瑠子 集英社 伝記

ＮＥＷスポーツを学ぼう！２ 高橋義雄 ベースボール・マガジン社 スポーツ

ぼくらの消えた学校 宗田理 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 小説

５分後に恋の結末 橘つばさ 学研プラス 小説

ラストで君は「まさか！」と言う　望みの果て ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所 小説

ラストで君は「まさか！」と言う　デジャヴ ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所 小説

冒険！発見！大迷路海底大決戦 原裕朗 ポプラ社 絵本

一般書

児童書



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

3月のカレンダー2月のカレンダー

「ぽかぽか絵本」では、赤ちゃんに

読み聞かせをしていただける方を

募集しています。
活動日：奇数月第４水曜日、

７・８ヶ月児健康相談日

◎土・日曜日・春休みは視聴覚室を学習室として開放します。
（行事等により利用できない場合もありますのでご了承ください）
開放時間：9：00～16：45まで 発行／朝日町教育文化施設 ℡ ０５９－３７７－６１１１

学習室開放日休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

２月２７日（火）はくん蒸作業のため、２月２８日（水）は２月分の月末整理のため、

図書館、博物館ともに休館いたします。何卒ご了承ください。

図書館は多くの方が利用する公共の場です。皆さんが気持ちよく利用できるよう
ご協力下さい。

○図書館内での飲食やガムを噛む等の行為はお断りします。

○お子様の館内でのおしゃべり、遊びその他の迷惑となる行為については保護者の方からの
ご注意をお願いします。

○図書館内では、他の利用者の読書の妨げになるため携帯電話の使用を禁止します。
○ゲーム機等の持込使用は禁止します。また、パソコン、電卓等の操作音で他の利用者に

迷惑がかからないようにご注意ください。

「がけやま」では、図書館で絵本の

読み聞かせを行っています。

一緒に活動して下さる方は、是非

図書館カウンターまでお越しください。
活動日：第２・第４土曜日

ストーリーテリングの会「フォンターナ」

では図書館で昔話などを語る活動を

しています。

こどもたちにおはなしの世界を

いっしょに届けてみませんか。

活動日：５・８・１１・２月の第３日曜日

（他にも活動日あり）

大きなしろくまさんのパネルや

朝日町オリジナルのしろくまさ

んをつくってくれたよ！

tupera tuperaさんの

読み聞かせはユニークで

とても楽しかったよ

最後はみんなで作ったしろくま

さんと写真撮影！
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